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２０２０年度  

れいんぼう事業報告 

 

【休業日】 

月 日 休業理由 

８．１３～ ８．１４ 盆休み 

１０．１２ １０．１０分振替休園 

１２．２９～１２．３１ 年末休み 

 １． ４ 年始休み 

 
 
【定員】 １０名 

 
 
【契約者数】 

 

契約者数 男 女 

１１名 ８名 ３名 

 

※ ４月１日付利用開始９名。(新規利用者４名) 

※ ４月１０日付１名利用契約終了。(在籍数８名) 

※ ５月２８日１名契約を行い、６月１日より利用開始。(在籍数９名) 

※ ６月３日１名契約を行い、６月８日より利用開始。(在籍数１０名) 

 

 

（1）年齢別 

 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 平均年齢 

男 １名 ７名 ０名 ０名 ８名 ２．７５０歳 

女 ０名 １名 ０名 ２名 ３名 ４．３３３歳 

計 １名 ８名 ０名 ２名 １１名 ３．２７２歳 
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（2）在籍年数 

 ６ヶ月未満 ６ヶ月～１年未満 １年～２年未満 合計 

男 １名 ４名 ３名 ８名 

女 ０名 １名 ２名 ３名 

計 １名 ５名 ５名 １１名 

 

（3）地区別 

 飯塚市 嘉麻市 合計 

男 ４名 ４名 ８名 

女 １名 ２名 ３名 

計 ５名 ６名 １１名 

 

 

【職員配置】 

 

管理者 児童発達支援管理責任者 保育士 指導員 事務員 

１名(兼務) １名 １名 １名 １名(兼務) 

 
【利用実績】 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平均利用者数 保育日数 延べ人数 

 ４月 ７.１３６名 ２２日 １５７名 

 ５月 ７.１４２名 ２１日 １５０名 

 ６月 ８.５９０名 ２２日 １８９名 

 ７月 ８.４３４名 ２３日 １９４名 

 ８月 ８.９０４名 ２１日 １８７名 

 ９月 ８.１８１名 ２２日 １８０名 

１０月 ８.７２７名 ２２日 １９２名 

１１月 ９.１９０名 ２１日 １９３名 

１２月 ８.５６５名 ２３日 １９７名 

 １月 ８.１００名 ２０日 １６２名 

 ２月 ８.６５０名 ２０日 １７３名 

 ３月 ８.６５２名  ２３日 １９９名 

計 ８.３５７名  ２６０日 ２１７３名 
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契約終了後の利用先 

特別支援学校 １名 

地域の小学校(特別支援学級) １名 

児童発達支援センターまどか園

(４/１０付利用終了児を含む) 
５名 

他の児童発達支援センター ２名 

 

【主な事業内容】 

１. 行事実施状況 

月 日 行 事 名 

４. １ 入園式／来園保護者４名 

４.２２ 個人別懇談会(２８日まで)／来園保護者６名 

４.１０ 社会福祉法人穂波学園開園記念式典 

５. １ 母の日のプレゼント製作 

５.３０ Kids 運動会（穂波学園運動場） 

６. ４ 虫歯予防デー／歯と口の健康週間学習 

７. ７ 七夕会 

８.２５ かき氷パーティー 

９. １ 防災についての学習 

９.１４ 個人別懇談会(１８日まで)／来園保護者６名 

１０. ７ 第５６回学園祭 

１０.３０ ハロウィンパーティー 

１１. ２ 七五三詣(多賀神社) 

１１. ５ 芋ほり(彼岸原農場) 

１２.１２ マラソン記録会(笠城公園)・立ち食いうどん 

１２.２６ クリスマス会 

 １. ５ 書き初め会 

 ２. ２ 節分・豆まき 

 ２.１３ バレンタインデーチョコレート作り 

 ３. ３ ひなまつり会 

 ３.３１ 保育証書授与式 

※ 誕生者がいる月のみ誕生会を実施。 

※ 消毒関係～・殺菌消毒（週一回）・殺虫消毒（月一回）・塩素消毒（随時） 
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＜行事報告＞ 

月 日 行 事 利用児の様子 

４. １ 入園式       

 

  

新しいお友達を４名迎え９名で新年度が始

まりました。新型コロナウィルス感染拡大

防止の為３密にならないよう気をつけなが

ら式を行いました。昨年度から利用してい

るお友達も新しい環境に戸惑っている表情

が見られました。天候も雨…静かな静かな

入園式になりました。 

５. １ 母の日のプレゼント製作 

 

   
   

母の日にお母さんの似顔絵をプレゼントし

ようとみんなでお絵描きしました。「ママは

可愛い」「ハートも描く」と言ってそれぞれ

にお母さんへのプレゼントが出来上がり母

の日の前日に持ち帰りました。次の利用日

の連絡帳に「初めてのプレゼント嬉しかっ

たです」「休みの間に描いた絵について話し

てくれました」など書かれていました。 

５.２８ Kids 運動会 

   

     

   

   

    

まどか園と穂波学園の皆さんと一緒に運動

会に参加しました。競争遊戯やランニング、

ダンスと毎日の練習の成果を十分に発揮す

る事が出来ました。運動会が終わってご褒

美のメダルを首から掛けて写真を撮り、運

動会の感想を一人ひとりに尋ねると「走る

のが楽しかった」「上手に踊れたよ」と言っ

たお友達もいました。新型コロナウィルス

の影響により保護者様の参加はありません

でしたが頑張った姿は動画とスライドショ

ーの DVD を作成し後日各家庭にお渡ししま

した。DVD を持ち帰った翌利用日の連絡帳に

は「お友達と一緒に頑張っている姿に成長

を感じました」「DVD ありがとうございまし

た。れいんぼうに行く前に毎日見ています」

と返事をくださった保護者様もいました。 

６. ４ 歯と口の健康週間学習 歯磨きについての紙芝居を見て、歯の模型

と大きい歯ブラシを使い歯磨きの大切さに
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ついて学びました。「ご飯やおやつを食べた

ら歯磨きしましょうね」と声掛けすると、

「今日も歯磨きね」と言ったお友達もいま

した。歯磨きカレンダーを用意し歯磨きを

した日は毎日色を塗る事にしました。れい

んぼうで６月４日の枠を塗り「お家でも塗

りましょう」と声掛けしました。翌利用日

の連絡帳には「いつもはなかなか口を開け

てくれないのですが『歯磨きカレンダーす

るよ』と言うとすぐに仕上げ磨きをさせて

くれました」と記入されていた保護者様も

いました。 

７. ７ 七夕会 

    

短冊を持ち帰り保護者様と一緒に願い事を

考えて頂きました。「トラックのおもちゃが

ほしい」「お友達とたくさん遊びたい」とそ

れぞれ願い事が書かれてありました。「たな

ばた」の絵本を読み七夕の由来について触

れましたが「ちょっと難しかったね」と言

っていたお友達もいました。 

８.２５ かき氷パーティー 

  

    

手動のかき氷器を使って順番に氷を削りま

した。削れている氷を見て「すごい。出て

きたね」と笑顔を見せながら言ったお友達

もいました。机の上に氷を置いて融ける様

子を見ていると「水になった。濡れちゃう、

冷たい」と言いながら皆で暑い夏の日に

『涼』を楽しみました。 

９. １ 防災についての学習 

 

  

ジャンボ絵本「そなえる」を読み災害が起

きた時にどのように行動するか避難所に避

難した時にどのように過ごしたらいいかみ

んなで考えました。密にならないよう人と

の間隔を開ける事、地震が起きたら頭を守

る事を話し練習しました。 

１０. ７ 第５６回学園祭 

    

穂波カーニバルにうみへび・サメの役で参

加しました。当日衣装を着て、穂波学園の

利用者様と一緒に並ぶといつもと違う雰囲

気に圧倒された様子でした。大きなサメの
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作り物を見て「サメさんに乗りたい」と言

ったお友達もいました。保護者様の参加は

ありませんでしたが、毎日の練習にも笑顔

で参加し「台詞を家でも笑顔で言っていて

楽しそうです。連絡帳にも練習の様子を詳

しく書いて頂いているので、楽しく練習し

ている様子が目に浮かびます」と連絡帳に

記入された保護者様もいました。学園祭の

DVD は後日各家庭にお渡ししました。 

１０.３０ ハロウィンパーティー 

 

  

ハロウィンの衣装を用意しどれを着るか自

分たちで選びました。お友達と一緒に衣装

を選んだお友達もいました。写真撮影では

それぞれにポーズを決めてかわいい写真が

取れました。ハロウィンのお菓子と写真は

家庭に持って帰りました。 

１１. ２ 七五三詣 

 

         

多賀神社に七五三詣に行きました。５円を

賽銭箱に入れるよう声掛けすると賽銭箱を

覗き込み「本当に入れるの？」と言いお金

を握りしめていたお友達もいました。手形

を取って鶴に見立てた手作りの千歳袋を持

ってお参りしました。 

１１. ５ 芋ほり 

 

     

  

彼岸原農場に芋ほりに行きました。始めに

軍手をつける事に大苦戦しましたが、芋の

掘り方を笠置寮の利用者様に教えてもらい

ました。蔓を引っ張る事・スコップや手で

土を掘る事を声掛けし一緒に掘ると芋が見

え始め「先生、芋あった」と大歓声が上が

りました。芋が見えると芋と子どもたちの

綱引き大会。思い切り引っ張って尻もちを

ついたお友達もいました。 

１２.１２ マラソン記録会 

立ち食いうどん 

   

  

マラソン記録会では全員で同じコースを走

りました。「用意」で構えてスタートのピス

トルの合図で走り出し途中で靴が脱げるア

クシデントもありましたがゴールまで走り

切る事が出来ました。ゴールした後すぐに

「まだ走りたい」「楽しかった」と息を切ら
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しながら話すお友達の顔は頬が赤くなり笑

顔も輝いていました。立ち食いうどんは感

染症予防の為れいんぼうにうどんを持って

きて頂き食べました。「いただきます」の挨

拶をするとあっという間に一杯目を食べ終

え「お替り」と元気な声が響きました。 

１２.２６ クリスマス会 

 

   

登園すると「サンタさん来たよ」と言って

笑顔を見せられていました。「今日はれいん

ぼうでもクリスマスだよ」と言われたお友

達もいて「れいんぼうにもサンタさんから

プレゼント届いていますよ」と伝えました。

赤鼻のトナカイの歌を歌ってクリスマス会

が始まりプレゼントを一人ずつ手渡しまし

た。クリスマスツリーの前でプレゼントを

持ち大きな声で「サンタさんありがとう」

と掛け声を掛け写真を取りました。 

 １. ５ 書き初め会  

 

    

新しい一年の始まりに書き初めをしまし

た。今年は丑年。年長児は「うしどし」の

四文字を年少児と２歳児は「うし」の二文

字を書きました。習字紙に薄く文字を形づ

けると線をなぞって書くお友達もいまし

た。書き終えて感想を尋ねると「気持ちよ

かった」言ったお友達もいました。 

 ２. ２ 節分・豆まき 

 

    

  

   

節分の日が近づいてくると連絡帳に「鬼が

来るから行きたくないと言っています」と

記入されていた保護者様がいた為「いつ節

分の豆まきをするのか」「鬼が来たら豆をま

いて退治する」という事を毎日声掛けして

きました。当日椅子に座って節分の話をす

ると震え始めたお友達がいて薄着をしてい

た為衣類調節をしましたが鬼が来る怖さか

ら震えていたという事が後から分かりまし

た。今年は封筒を使った鬼のお面と折り紙

を丸めた豆を作りました。鬼が保育室に入

ってくると「外！外！」と言って一生懸命

手作りの豆をまき鬼退治しました。 
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 ２.１４ バレンタインデー 

チョコレート作り 

    

  

チョコレートを湯煎で融かし始めると「わ

ぁ！」と歓声があがりました。クラッカー

をチョコレートに浸けてお皿に乗せる時に

垂れるチョコレートに大苦戦しました。垂

れるチョコレートを見て「ああっ」と言っ

ていたお友達、垂れないようにする為チョ

コレートに少しだけ浸けるお友達もいまし

た。「甘い匂いがする」と言うお友達もいま

したが、実はマスクを鼻まで覆っていない

という事が皆にばれてしまい「マスクは鼻

まで」と注意し合う様子も見られました。 

 ３. ３ ひなまつり会 

  

笠置寮から雛人形とお道具一式を頂きまし

たので雛壇と毛氈を購入し静養室に飾りま

した。毎日登園すると「おはよう。今日も

かわいい」と雛人形に挨拶していたお友達

もいました。「うれしいおひなさま」の歌に

合わせて手遊びと踊りを覚えてひなまつり

の日には雛人形の前で踊りました。 

 ３.３１ 保育証書授与式 

 

   

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い、

お別れ会は出来ず今年度も就学を迎えるお

友達は利用最終日に桜の花びらが舞い散る

中、管理者より保育証書を受け取りました。

風に乗って舞う桜の花びらが新生活を迎え

るお友達を応援しているようでした。 

※ 写真掲載については保護者様の同意を得ています。 

 

２.健康管理 

 
＜検診状況＞ 

 
１回目 ２回目 

内科検診 ６.１７ 
１. ７(５名) 

２. ４(５名) 

歯科検診 ６. ３ １.１３ 

耳鼻科検診 ７. ８ １.２１ 

眼科検診 ６.２５ １.２８ 
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※ 検診結果を家庭に連絡、異常がみられた場合は、かかりつけの病院受診をお願いする。 

※ 身体測定(身長・体重)…毎月実施。月末におたより帳（シール帳）に結果を記入。 

 
 
＜健康報告＞ 

３歳児(男児１名) １２／４(金)午後左目瞼が腫れているように感じ、母親に電話連絡

し「目イボの可能性もあり今から腫れがひどくなるかもしれないの

で家庭でも様子を見て下さい」と伝えました。母親も「家では気づ

きませんでした。知らせて頂きありがとうございました」と言われ

ていました。１２／７(月)連絡帳に「左目は痛がっていませんでし

た」と記入されていました。その後も腫れ症状は続いていた為１２

／９(水)の連絡帳に「以前お知らせしていました左目の腫れですが

ひどくなっているようですし『痛い』とも言われていますので再度

お知らせします」と記入しました。しかしその返答はありませんで

した。１２／１７(木)には赤みもさらに増していて保育士が目の様

子を見ていると「痛い」と言われた為連絡帳に再度その旨記入し病

院に受診する事を勧めました。１２／１８(金)の連絡帳に「左目の

件わかりました。病院に行きます」と記入されていました。１２／

１９(土)直接登園した際母親が送って来られ「昨日病院に行きまし

た。以前眼科に連れていくとものもらいではないと言われました

が、昨日行った眼科ではものもらいで切らないといけないと言われ

ました。でも今回は目薬と塗り薬で様子を見るので完治するまで２

～３ヶ月かかります。人にはうつりませんのでれいんぼうでも目薬

の点眼をお願いします」と言われていました。与薬依頼書を記入し

て頂き目薬を持参された際はれいんぼうでも昼食後に点眼してき

ましたが、年末年始の休み明けからは目薬を持参されていませんで

した。その後１/２２(金)眼科に再受診し視力検査と瞳孔を開く検査

をされました。通院結果の連絡がなかった為１／２６(火)連絡帳に

て結果を尋ねました。視力が悪い為今後眼鏡を装着するようになっ

たとの事でした。目薬をしばらく持って来られていない為点眼しな

くていいのか尋ねていたところ２／２５(金)に受診した際目薬がア

レルギー用に変更になったと言われていました。ものもらいについ

て医師はどのように言われたか尋ねると「気にしなくていいよと言

われましたので治りました」との事でした。 

３歳児(男児１名) 

 

１２／１２(土)マラソン記録会後れいんぼうに戻り１５分程経った

ところで検温した際３８．２℃～３７．４℃ありました。時間をあ
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けて再度測り直しますが３８．２℃あり母親に電話連絡しました。

「１２時ごろになりますが迎えに行きます」との事で１２時０５分

に迎えに来られました。その際れいんぼうでの様子を伝えました。 

１２/１４(月)母親が送って来られた際様子を尋ねると「土曜日は帰

ってから熱は下がりました」と言われていました。しかし１４時 

１０分に検温した際３７．６℃～３７．９℃あり母親に電話連絡し

様子を伝えました。「今下の子が眠ったばかりなので１５時３０分

までに迎えに行きます」との事で１５時３５分に母親が迎えに来ら

れました。土曜日から熱が出た事もあり、病院に行かれるのであれ

ば明日以降の利用については医師の指示に従って頂く事、病院に行

かれないのであれば熱が下がって２日間は家庭で様子を見て頂く

よう伝えました。「２日間ですね。とりあえず明日は熱があるなし

関係なくお休みします。また連絡します」と言われていました。 

１２/１５(火)は欠席、１２/１６(水)朝母親より電話連絡があり「昨

日、病院に行ったら『コロナの検査をしましょう』と言われ検査し

ました。結果が今日中にでるのでまた連絡します。今日は休みます」

との事でした。家族全員の症状を尋ねると「妹の熱が下がりません。

パパや私は何ともないです」と言われていました。８時５０分ごろ

再度連絡があり「今連絡があって陰性でした。明日からの利用はど

うしたらいいですか」と言われた為「熱や風邪の症状がなければご

利用下さい。れいんぼうで熱がある場合はまたご連絡を入れますの

でお迎えをお願いします」と伝えると「わかりました」と言われ、

１２／１７(木)より利用再開となりました。この件については１２

／１６(水)に担当保健師に電話連絡し伝えました。今回の発熱以来、

3 月いっぱいまで毎月一度はれいんぼうで発熱する事があり、その

度に PCR 検査を受けられましたが、検査結果は計 4 回とも陰性で

した。 

 

 

＜食育報告＞ 

８.２２ かき氷 

  

   

かき氷作りをしました。レバーを自分で回して

氷を削りイチゴ味・メロン味・ブルーハワイの

蜜をかけると「きれいね」「おいしそうね」「僕

も食べる」と言うお友達もいました。食べ終え

ると舌についた蜜をお友達同士で見せ合いま

した。 
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１０.１０ カレーライス 

   

 

  

まどか園のカレーライスを用意して頂き、昼食

に食べました。普段はお弁当を持って来られて

いますがお友達と同じものを食べて給食の雰

囲気を味わいました。一口食べると「おいしい」

「お替りしたい」と言われるお友達もいまし

た。翌日の連絡帳には「カレーおいしかったと

帰ってきて一番に言いました。ありがとうござ

いました」と記入されていた保護者様もいらっ

しゃいました。 

１２.１２ 立ち食いうどん 

   

 

 

  

感染症防止の為、食事をする時はパネルを用意

していますがうどんを見たい為にパネルから

顔を出すお友達もいました。事前に各家庭にう

どんを食べる時に注意している事を尋ねまし

た。「麺を短めに用意しています」と返答を頂

きましたのでそれぞれが自分で食べる事が出

来るよう対応しました。家庭ではうどんをあま

り食べないと聞いていたお友達もいましたが

ほとんどのお友達がお替りして食べ、中には４

杯お替りして食べたお友達が２人いました。 

 ２.１３ バレンタインデー 

チョコレート 

 

  

６つのチョコレートを作りました。３つは家庭

に持って帰り、残りの３つはおやつに食べまし

た。「僕が作ったチョコレート」と言いお友達

同士見せ合いながら「おいしいね」と言われて

いました。いつもは牛乳を飲み終える事に時間

が少しかかるお友達もあっという間に飲み終

えて職員も驚きました。 

 

 

２. 苦情解決委員会 

 苦情・要望件数は３月３１日現在０件でした。 

 

 

３. 虐待防止委員会 

 ２０２０年度は４月２日・８月６日・１２月４日に開催しました。虐待が疑われる件

数・身体拘束実施件数は０件でした。２月には第三者委員で元田川児童相談所所長であ

る志牟田氏が講師として園内で虐待防止研修会を予定していましたが、新型コロナウィ
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ルス感染防止の為中止し、最新の虐待に対しての資料を活用し、少人数でのグループ研

修を行いました。 

  

 

４. 安全衛生推進員会議 

 毎月開催し、利用者様の安全面・健康面・衛生面や園内環境美化の計画、避難訓練の

反省等について話し合いを行いました。特に今年度は新型コロナウィルス感染症予防対

策、対応マニュアルの作成、及び身体拘束マニュアルの再確認なども行いました。 

 

 

＜避難訓練実施状況＞ 

月 日  

４.２５ 穂波寮職員室付近出火想定火災避難訓練 

５.２８ 自立寮ホール付近出火想定火災避難訓練 

６.２４ まどか園職員室付近出火想定火災避難訓練 

７. １ 風水土砂災害避難訓練 

７.１８ 笠置浴室付近出火想定火災避難訓練 

８.２２ まどか園教材室付近出火想定火災避難訓練 

９.１２ 不審者対応訓練 

９.２３ まどか園給食室付近出火想定火災避難訓練 

１０.２１ まどか園倉庫付近出火想定火災避難訓練 

１１. ７ 第一活動場職員室付近出火想定火災避難訓練 

１２.１２ まどか園教材室付近出火想定火災避難訓練 

１.１６ 睦寮横書庫付近出火想定火災避難訓練 

２.２０ 地震避難訓練(午前) 

２.２０ 給食センター厨房付近出火想定火災避難訓練(午後) 

３.２５ 第二活動場室外機付近火災避難訓練 

 

 

 

５. 研修・出張実施状況 

【園外研修】 

月 日 研修名 開催地 参加人数 

 ７.１０ 集団指導 福岡市 １名 
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【園内研修】 

月 日 研 修 名 参加人数 

７.１５ 
児童入所施設渕上敬子施設長による新任職員等を対象とした園内研修 

「障害や虐待について」 
１名 

 ８.２５ キャリアパス研修(新任・中途採用者) １名 

８.２６ 
２０２０年度給与改定・世間動向、処遇改善の解説(エステル

研究所) 
２名 

８.２７ 
２０２０年度給与改定・世間動向、処遇改善の解説(エステル

研究所) 
１名 

 ８.２８ 考課者フォローアップ研修 １名 

１０.２０ 階層別キャリアパス生涯研修（初任者編） １名 

１０.２２ ２０２０年度上期人事考課フォローアップ研修 ２名 

１０.２３ ２０２０年度上期人事考課フォローアップ研修 １名 

２.１３ 虐待防止研修 ３名 

 

 

 

６. 実習受け入れ状況 

※ 実習に来られる方には、２週間前からの検温と行動を自粛、その間の行動記録を

学校に提出、確認の上実習を行いました。 

開始日 終了日 学校名 人数 

７.２９ ８. ７ 近畿大学九州短期大学 １名 

１１.１８ １１.２７ 九州産業大学 １名 

 

 

７. その他 

・厚生労働省医政局経済課、福岡県福岡市労働部障がい福祉課より、マスクと消毒液を

頂きました。 

・保護者会より職員に向けてのマスク購入の為の寄付を頂きました。 


